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藤島高校図書館

分野 書名 叢書名 著者名 出版者

新聞 朝日新聞縮刷版2018　平成30年5月号　№1163 朝日新聞社∥編 朝日新聞社

日本語・叢書
現代社会はどこに向かうか　高原の見晴らしを切り開く
こと

岩波新書 新赤版 見田／宗介∥著 岩波書店

日本語・叢書 金融政策に未来はあるか 岩波新書 新赤版 岩村／充∥著 岩波書店

日本語・叢書 住まいで「老活」 岩波新書 新赤版 安楽／玲子∥著 岩波書店

日本語・叢書 賢い患者 岩波新書 新赤版 山口／育子∥著 岩波書店

日本語・叢書 東大寺のなりたち 岩波新書 新赤版 森本／公誠∥著 岩波書店

哲学史 知の古典は誘惑する 岩波ジュニア新書 小島／毅∥編著 岩波書店

世界史 アイルランド史 世界歴史大系 上野／格∥編 山川出版社

男性･女性問題
男女平等はどこまで進んだか　女性差別撤廃条約から
考える

岩波ジュニア新書 山下／泰子∥監修 岩波書店

SSH 自然科学 私たちはなぜ科学するのか　（20冊）
高校生のための基礎教
養第2集

福井県立藤島高等学校教養
テキスト編集委員会∥編

東京書籍

数学 数学を嫌いにならないで　基本のおさらい篇 岩波ジュニア新書 ダニカ・マッケラー∥〔著〕 岩波書店

数学 数学を嫌いにならないで　文章題にいどむ篇 岩波ジュニア新書 ダニカ・マッケラー∥〔著〕 岩波書店

寄贈 DVD・恐竜 福井の恐竜時代　時空を超えた旅 福井県立恐竜博物館∥編 福井県立恐竜博物館

DVD・感染症 性感染症･エイズとその予防
大修館　保健体育DVD
シリーズ

岩室／紳也∥監修 大修館書店

DVD・新聞 福井新聞縮刷版2018　平成30年5月号 福井新聞社∥編 福井新聞社

『高校生のための基礎教養第2集　私たちはなぜ科学するのか』　掲載図書

分野 書名 叢書名 著者名 出版者

SSH 学問 中学生の教科書　死を想え 島田／雅彦∥〔ほか〕著 四谷ラウンド

SSH 人工知能
人工知能は人間を超えるか　ディープラーニングの先
にあるもの

角川EPUB選書 松尾／豊∥〔著〕 KADOKAWA

SSH 自然科学・評論 文系のための理系読書術 集英社文庫 齋藤／孝∥著 集英社

SSH 数学 虚数の情緒　中学生からの全方位独学法 吉田／武∥著 東海大学出版会

SSH 数学 数学をきずいた人々 講談社現代新書 矢野／健太郎∥著 講談社

SSH 確率論 確率の哲学的試論 岩波文庫 ラプラス∥著 岩波書店

SSH 物理学 物理学への道程 始まりの本 朝永／振一郎∥〔著〕 みすず書房

SSH 化学 岩波講座現代化学への入門　18　化学と社会
岡崎／廉治∥〔ほか〕編集委
員

岩波書店

SSH 物理化学実験 基礎物理化学実験 千原／秀昭∥編 東京化学同人

SSH 天文学 天文対話　上 岩波文庫 ガリレオ・ガリレイ∥著 岩波書店

SSH 天文学 天文対話　下 岩波文庫 ガリレオ・ガリレイ∥著 岩波書店

SSH 宇宙論 宇宙「96%の謎」　最新宇宙学が描く宇宙の真の姿 佐藤／勝彦∥著 実業之日本社

SSH
太陽・太陽系生
成論

一億個の地球　星くずからの誕生 岩波科学ライブラリー 井田／茂∥著 岩波書店

SSH 地球科学
地球進化46億年の物語　「青い惑星」はいかにしてでき
たのか

ブルーバックス ロバート・ヘイゼン∥著 講談社

SSH 生物科学 生物学的文明論 新潮新書 本川／達雄∥著 新潮社

SSH 進化論 ダーウィン以来　進化論への招待 ハヤカワ文庫 NF
スティーヴン・ジェイ・グールド
∥著

早川書房

SSH 技術論文集
ものづくり道　What is really necessary in creating
something that can make people happy?

西堀／栄三郎∥著 ワック

SSH 宇宙工学
生みの親がはじめて明かすプロジェクト秘話 はやぶ
さ、そうまでして君は

川口／淳一郎∥著 宝島社

SSH 宇宙工学 小惑星探査機はやぶさ物語 生活人新書 的川／泰宣∥著 日本放送出版協会

SSH 近代評論 春宵十話 角川ソフィア文庫 岡／潔∥〔著〕 KADOKAWA

図書委員選定図書

分野 書名 叢書名 著者名 出版者

日本語・叢書 入門!進化生物学　ダーウィンからDNAが拓く新世界へ 中公新書 小原／嘉明∥著 中央公論新社

カント 純粋理性批判　1 光文社古典新訳文庫 カント∥著 光文社

キリスト教神学 天使　ちいさな手のひら事典 ニコル・マッソン∥著 グラフィック社

日本史・年代学 元号でたどる日本史 PHP文庫 グループＳＫＩＴ∥編著 PHP研究所

人口問題 未来の年表　2　人口減少日本であなたに起きること 講談社現代新書 河合／雅司∥著 講談社

社会心理学 友だち幻想　人と人の〈つながり〉を考える ちくまプリマー新書 菅野／仁∥著 筑摩書房

微生物学 ときめく微生物図鑑 Book for discovery 塩野／正道∥写真 山と溪谷社

進化論 最新進化論キーワード図鑑 宝島社新書 池田／清彦∥監修 宝島社

動物学
ざんねんないきもの事典　続々 おもしろい!進化のふ
しぎ

今泉／忠明∥監修 高橋書店

動物学 いきもの人生相談室　動物たちに学ぶ47の生き方哲学 小林／百合子∥文 山と溪谷社

手芸
鉱物キャンドルのつくりかた　可愛い結晶をつくる、個性
的なろうそくレシピ

福間／乃梨子∥著 日東書院本社

新着図書紹介 ７月号



パン パンの科学　しあわせな香りと食感の秘密 ブルーバックス 吉野／精一∥著 講談社

猫 岩合光昭の世界ネコ歩き 岩合／光昭∥著 クレヴィス

日本の文化財
国宝の解剖図鑑　国宝を知れば日本の美術と歴史がわ
かる

佐藤／晃子∥著 エクスナレッジ

漫画 気持ちが楽になるスヌーピー 祥伝社新書 チャールズ　Ｍ．シュルツ∥作 祥伝社

写真集
世界でいちばん美しい街、愛らしい村　いつまでも見て
いたい夢の風景

ＭｄＮ編集部∥編 エムディエヌコーポレーション

写真集 夜のいろ 森田／敏隆∥著 光村推古書院

サッカー
クリスティアーノ・ロナウドの「心と体をどう磨く?」　考え
たことは実現させる

ルイス・ミゲル・ペレイラ∥著 扶桑社

日本語・作文 まんがでわかる理科系の作文技術 木下／是雄∥原作 中央公論新社

英語・語彙 似ている英語 おかべ／たかし∥文 東京書籍

日本・小説 コード・ブルー　ドクターヘリ緊急救命 扶桑社文庫 林／宏司∥脚本 扶桑社

日本・小説 コード・ブルー　2ndシーズン ドクターヘリ緊急救命 扶桑社文庫 林／宏司∥脚本 扶桑社

日本・小説 コード・ブルー　3rdシーズン上 ドクターヘリ緊急救命 扶桑社文庫 安達／奈緒子∥脚本 扶桑社

日本・小説 コード・ブルー　3rdシーズン下 ドクターヘリ緊急救命 扶桑社文庫 安達／奈緒子∥脚本 扶桑社

日本・小説 オネスティ 集英社文庫 石田／衣良∥著 集英社

日本・小説 高野聖 角川文庫 泉／鏡花∥〔著〕 角川書店

日本・小説 さよならのための七日間　夜桜荘交幽帳 富士見L文庫 井上／悠宇∥〔著〕 KADOKAWA

日本・小説 ミステリなふたりア・ラ・カルト 創元推理文庫 太田／忠司∥著 東京創元社

日本・小説 異人たちの館 文春文庫 折原／一∥著 文藝春秋

日本・小説 王様ゲーム　深淵8.02 金沢／伸明∥著 双葉社

日本・小説 いなくなれ、群青 新潮文庫 河野／裕∥著 新潮社

日本・小説 今夜、きみは火星にもどる 角川文庫 小嶋／陽太郎∥〔著〕 KADOKAWA

日本・小説 ゆきうさぎのお品書き　6時20分の肉じゃが 集英社オレンジ文庫 小湊／悠貴∥著 集英社

日本・小説 ゆきうさぎのお品書き〔2〕 8月花火と氷いちご 集英社オレンジ文庫 小湊／悠貴∥著 集英社

日本・小説 ゆきうさぎのお品書き〔3〕 熱々おでんと雪見酒 集英社オレンジ文庫 小湊／悠貴∥著 集英社

日本・小説
卯ノ花さんちのおいしい食卓〔3〕　しあわせプリンとお
別れディナー

集英社オレンジ文庫 瀬王／みかる∥著 集英社

日本・小説 レジまでの推理　本屋さんの名探偵 光文社文庫 似鳥／鶏∥著 光文社

日本・小説 今からあなたを脅迫します　〔2〕 透明な殺人者 講談社タイガ 藤石／波矢∥著 講談社

日本・小説 今からあなたを脅迫します　〔3〕 白と黒の交差点 講談社タイガ 藤石／波矢∥著 講談社

日本・小説 dele 角川文庫 本多／孝好∥〔著〕 KADOKAWA

日本・小説 dele　2 角川文庫 本多／孝好∥〔著〕 KADOKAWA

日本・小説 僕が電話をかけていた場所 メディアワークス文庫 三秋／縋∥〔著〕 KADOKAWA

日本・小説 君が電話をかけていた場所 メディアワークス文庫 三秋／縋∥〔著〕 KADOKAWA

日本・小説 いたいのいたいの、とんでゆけ メディアワークス文庫 三秋／縋∥〔著〕 KADOKAWA

日本・小説 未来 湊／かなえ∥著 双葉社

日本・小説 文豪Aの時代錯誤な推理 富士見L文庫 森／晶麿∥〔著〕 KADOKAWA

日本・小説 私の頭が正常であったなら 幽BOOKS 山白／朝子∥著 KADOKAWA

日本・エッセイ
泣き虫しょったんの奇跡　サラリーマンから将棋のプロ
へ

講談社文庫 瀬川／晶司∥〔著〕 講談社

日本・エッセイ ドラコニアの夢 角川文庫 澁澤／龍彦∥〔著〕 KADOKAWA

日本・エッセイ とりあえずウミガメのスープを仕込もう。 宮下／奈都∥著 扶桑社

フランス・小説 星の王子さま 岩波少年文庫 サン＝テグジュペリ∥作 岩波書店

絵本 ぎょうれつのできるレストラン ふくざわ／ゆみこ∥さく 教育画劇

絵本 ぎょうれつのできるチョコレートやさん ふくざわ／ゆみこ∥さく 教育画劇


